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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,603 ― 307 ― 272 ― 161 ―
20年3月期第1四半期 3,638 △4.4 264 △5.0 254 △3.8 122 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 24.49 ―
20年3月期第1四半期 18.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 15,259 7,902 47.3 1,096.18
20年3月期 15,542 8,197 47.4 1,118.41

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,217百万円 20年3月期  7,363百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 7,700 ― 530 ― 520 ― 280 ― 42.53
通期 15,650 0.4 1,110 △16.0 1,100 △15.4 600 5.2 91.13

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月16日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の２ページをご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  6,600,000株 20年3月期  6,600,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  16,000株 20年3月期  16,000株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  6,584,000株 20年3月期第1四半期  6,584,086株
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・定性的情報・財務諸表等

１. 連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期の我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安や世界景気の減速懸念、
原油・素材・食糧など国際価格の高騰等により、景気の先行きは一段と不透明感が強まっている状況となりまし
た。
　当社グループにおきましては、砥石の主要原材料である砥粒は中国の電力事情や環境問題より中国からの必要
量の安定供給確保が容易でなく大きな経営課題となってきております。これに対応すべく、インドなど代替供給
ルートの確保に努めるなど砥粒の仕入安定化に注力してまいりました。
　このような状況の中で、国内古川工場では、インドネシア向け砥石輸出が当初計画を大幅に上回る勢いで出荷
が続き、また、受注拡大が続いているため当初の生産体制の見直しを余儀なくされ休日出勤などにより増産対応
を実施してまいりました。
　これらの結果、砥石部門は増収効果と生産数量拡大に伴う原価低減効果が寄与して第１四半期の計画利益を上
回りました。
　また、海外生産子会社もアジア・中南米・中近東を中心に輸出が順調に拡大いたしました。しかしながら、国
内販売子会社が取り扱っている研磨布紙・機械器具は、建設・塗装業界などの景況悪化から需要が低迷し商品売
上は計画を下回りました。

　このような環境の下、当第１四半期の連結売上高は３,６０３,７３８千円（前年同期比０．９％減少）、連結営
業利益は３０７,７７６千円（前年同期比１６．３％増加）、連結経常利益は２７２,７０８千円（前年同期比６．
９％増加）、連結四半期純利益は１６１,２４３千円（前年同期比３１．６％増加）となりました。

２. 連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は１５,２５９,３６３千円となり、前連結会計年度末に比べ２８２,７５７千円減少い
たしました。
　流動資産は、８,０２１,８０２千円となり１９,１３８千円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛
金の減少（４１４，３４３千円）と現金及び預金の増加（１０６,２５１千円）、たな卸資産の増加
（１９８,６２０千円）等であります。
　固定資産は、７,２３７,５６０千円となり２６３,６１９千円減少いたしました。
　有形固定資産は６,６２３,０４９千円となり２７８,７４３千円減少いたしました。
　主な要因は、海外生産子会社の換算レート差による減少が２２８,６７３千円、減価償却費が９３,８７９千円
増加したこと等であります。
　無形固定資産は３７,３４４千円となり２,９１６千円増加いたしました。
　投資その他資産は５７７,１６６千円となり１２,２０８千円増加いたしました。

　当第１四半期末の負債合計は７,３５７,３０５千円となり、前連結会計年度末に比べ１２,４９７千円増加いた
しました。
　流動負債は６,２４５,５４４千円となり１３,８３０千円増加いたしました。主な要因は、短期借入金の増加
（３４５,４００千円）、前受金の増加（５６,０７２千円）と支払手形の減少（１１６,４７６千円）、確定納付に
よる未払法人税等の減少（１６４,０７９千円）、未払費用の減少（８９,１３３千円）等であります。
　固定負債は１,１１１,７６０千円となり１,３３２千円減少いたしました。

　当第１四半期末の純資産は７,９０２,０５８千円となり、前連結会計年度末に比べ２９５，２５５千円減少い
たしました。主な要因は、当四半期純利益１６１,２４３千円の計上による増加、配当金の支払（６５,８４０千
円）や為替換算調整勘定の減少（２３８,１４７千円）および少数株主持分（１４８,８９３千円）の減少等であ
ります。

　この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の４７．４％から４７．３％となりました。

３. 連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の連結売上高は、国内砥石売上と仕入商品売上が計画を下回りましたが、利益面では、インドネ
シア向け砥石輸出が好調に推移し、また、旺盛な受注に支えられ生産数量は計画を大きく上回り原価低減効果等
により利益は順調に拡大いたしました。
　しかしながら、国内経済の先行き不透明感が強まるなか、第２四半期以降の国内砥石需要の低迷や好調な輸出
にもかげりが出てくるものと予想しております。また、利益面では、原材料砥粒の仕入価格の高騰が続いており
今後更に、コストアップによる利益低下が予想されております。
　これに対応すべく、生産効率のさらなる向上と一部品種の海外生産子会社への生産移管などにより国内外合算
での利益拡大に努めており平成20年５月16日発表の業績予想数値を修正しておりません。

決算短信 2008年07月29日 15時26分 06737xe02_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）

-　2　-



日本レヂボン㈱(5389)平成21年３月期 第１四半期決算短信

４. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(1) 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及
　び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適
　用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い
　四半期連結財務諸表を作成しております。

(2) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を
　当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切
　下げの方法）に変更しております。
　 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

(3) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18
　年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って
　おります。
　 なお、この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。

(4) 在外子会社等の収益及び費用は、従来、子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりました
　が、当第１四半期連結会計期間から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。
　 この変更は、在外子会社の収益及び費用の発生が四半期連結会計期間を通じて発生することから、より実情
　に即した換算をするために行ったものであります。
　 なお、この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。
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５. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

   現金及び預金 2,191,949 2,085,697

    受取手形及び売掛金 4,066,826 4,481,169

    商品及び製品 875,737 687,432

    原材料及び貯蔵品 584,796 569,061

    仕掛品 78,960 84,380

    その他 228,343 139,338

    貸倒引当金 △4,810 △6,138

    流動資産合計 8,021,802 8,040,940

  固定資産

    有形固定資産

      土地 4,051,704 4,099,186

      その他 6,378,749 6,695,012

        減価償却累計額 △3,807,404 △3,892,405

        その他（純額） 2,571,345 2,802,606

      有形固定資産合計 6,623,049 6,901,793

    無形固定資産 37,344 34,428

    投資その他の資産 577,166 564,958

    固定資産合計 7,237,560 7,501,180

  資産合計 15,259,363 15,542,121

負債の部

  流動負債

    支払手形及び買掛金 2,901,924 3,011,998

    短期借入金 2,095,400 1,750,000

    未払法人税等 196,981 361,060

    その他 1,051,238 1,108,654

    流動負債合計 6,245,544 6,231,714

  固定負債

    長期借入金 270,993 297,221

    退職給付引当金 629,042 604,624

    役員退職慰労引当金 63,665 66,110

    その他 148,060 145,137

    固定負債合計 1,111,760 1,113,092

  負債合計 7,357,305 7,344,807
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

  株主資本

    資本金 1,128,200 1,128,200

    資本剰余金 908,565 908,565

    利益剰余金 5,131,625 5,047,989

    自己株式 △10,259 △10,259

    株主資本合計 7,158,131 7,074,496

  評価・換算差額等

    その他有価証券評価差額金 51,264 43,114

    為替換算調整勘定 7,836 245,984

    評価・換算差額等合計 59,101 289,098

  少数株主持分 684,825 833,719

  純資産合計 7,902,058 8,197,313

負債純資産合計 15,259,363 15,542,121
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日

売上高 3,603,738

売上原価 2,641,676

売上総利益 962,061

販売費及び一般管理費

　給料手当及び福利費 326,239

　退職給付費用 22,616

　役員退職慰労引当金繰入額 1,955

　貸倒引当金繰入額 4,005

　その他 299,468

　販売費及び一般管理費合計 654,285

営業利益 307,776

営業外収益

　受取利息 556

　受取配当金 2,270

　受取手数料 8,063

　その他 7,264

　営業外収益合計 18,155

営業外費用

　支払利息 11,243

　為替差損 25,541

　その他 16,437

　営業外費用合計 53,223

経常利益 272,708

特別利益

　固定資産売却益 659

　貸倒引当金戻入額 358

　特別利益合計 1,018

特別損失

　固定資産除却損 1,525

　その他 140

　特別損失合計 1,665

税金等調整前四半期純利益 272,060

法人税、住民税及び事業税 132,231

法人税等調整額 △35,991

法人税等合計 96,240

少数株主利益 14,576

四半期純利益 161,243
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
　 該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
　 該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

   至 平成19年６月30日)

金 額

　Ⅰ 売上高 3,638,115

　Ⅱ 売上原価 2,691,777

　 売上総利益 946,337

　Ⅲ 販売費及び一般管理費 681,694

　 営業利益 264,643

　Ⅳ 営業外収益 27,403

　Ⅴ 営業外費用 37,119

　 経常利益 254,927

　Ⅵ 特別利益 2,790

　Ⅶ 特別損失 14,653

　 税金等調整前四半期純利益 243,064

　 法人税、住民税及び事業税 133,887

　 法人税等調整額 △    38,743

　 少数株主利益 25,433

　 四半期純利益 122,487
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